
【第５ブロック予選】【第５ブロック予選】【第５ブロック予選】【第５ブロック予選】

主　催 ： ゴルフダイジェスト社 主　催 ： ゴルフダイジェスト社 主　催 ： ゴルフダイジェスト社 主　催 ： ゴルフダイジェスト社 
公　認 ： ロング・ドライバーズ・オブ・アメリカ（LDA） 公　認 ： ロング・ドライバーズ・オブ・アメリカ（LDA） 公　認 ： ロング・ドライバーズ・オブ・アメリカ（LDA） 公　認 ： ロング・ドライバーズ・オブ・アメリカ（LDA） 
後援/運営協力 ： 社団法人 日本プロフェッショナルロングドライバーズ協会（JPLA） 後援/運営協力 ： 社団法人 日本プロフェッショナルロングドライバーズ協会（JPLA） 後援/運営協力 ： 社団法人 日本プロフェッショナルロングドライバーズ協会（JPLA） 後援/運営協力 ： 社団法人 日本プロフェッショナルロングドライバーズ協会（JPLA） 
協　賛 ： 株式会社ゴルフパートナー、株式会社リンクス、株式会社フォーブス、株式会社クリエイトプロダクト協　賛 ： 株式会社ゴルフパートナー、株式会社リンクス、株式会社フォーブス、株式会社クリエイトプロダクト協　賛 ： 株式会社ゴルフパートナー、株式会社リンクス、株式会社フォーブス、株式会社クリエイトプロダクト協　賛 ： 株式会社ゴルフパートナー、株式会社リンクス、株式会社フォーブス、株式会社クリエイトプロダクト
公式試合球 ： NEXGEN PREMIUM DISTANCE 公式試合球 ： NEXGEN PREMIUM DISTANCE 公式試合球 ： NEXGEN PREMIUM DISTANCE 公式試合球 ： NEXGEN PREMIUM DISTANCE 

※ゴルフ場での開催にふさわしい、マナー・服装が参加条件となります。※ゴルフ場での開催にふさわしい、マナー・服装が参加条件となります。※ゴルフ場での開催にふさわしい、マナー・服装が参加条件となります。※ゴルフ場での開催にふさわしい、マナー・服装が参加条件となります。
※ロッカーの貸し出しは致しません。お荷物は、各自の責任の上、管理をお願いいたします。※ロッカーの貸し出しは致しません。お荷物は、各自の責任の上、管理をお願いいたします。※ロッカーの貸し出しは致しません。お荷物は、各自の責任の上、管理をお願いいたします。※ロッカーの貸し出しは致しません。お荷物は、各自の責任の上、管理をお願いいたします。
※練習場本部テントにて受付を行います。集合時間までに受付を済ませてください。※練習場本部テントにて受付を行います。集合時間までに受付を済ませてください。※練習場本部テントにて受付を行います。集合時間までに受付を済ませてください。※練習場本部テントにて受付を行います。集合時間までに受付を済ませてください。
※近隣のゴルフ練習場で練習する際はには、必ずフロントにて練習可能か聞いてください。確認せずに練習してネットを越えて※近隣のゴルフ練習場で練習する際はには、必ずフロントにて練習可能か聞いてください。確認せずに練習してネットを越えて※近隣のゴルフ練習場で練習する際はには、必ずフロントにて練習可能か聞いてください。確認せずに練習してネットを越えて※近隣のゴルフ練習場で練習する際はには、必ずフロントにて練習可能か聞いてください。確認せずに練習してネットを越えて
　トラブルを起こした場合は自己責任になり、弊社ドラコン選手権への出場資格を取消します。　トラブルを起こした場合は自己責任になり、弊社ドラコン選手権への出場資格を取消します。　トラブルを起こした場合は自己責任になり、弊社ドラコン選手権への出場資格を取消します。　トラブルを起こした場合は自己責任になり、弊社ドラコン選手権への出場資格を取消します。
※当日グループ内の打順や打者が進行状況等により変更になる場合があります。※当日グループ内の打順や打者が進行状況等により変更になる場合があります。※当日グループ内の打順や打者が進行状況等により変更になる場合があります。※当日グループ内の打順や打者が進行状況等により変更になる場合があります。
※オープンディビジョン／シニアディビジョンの決勝大会進出枠は、当日発表いたします。※オープンディビジョン／シニアディビジョンの決勝大会進出枠は、当日発表いたします。※オープンディビジョン／シニアディビジョンの決勝大会進出枠は、当日発表いたします。※オープンディビジョン／シニアディビジョンの決勝大会進出枠は、当日発表いたします。
※オープンディビジョンのワイルドカードの詳細は、当日発表いたします。※オープンディビジョンのワイルドカードの詳細は、当日発表いたします。※オープンディビジョンのワイルドカードの詳細は、当日発表いたします。※オープンディビジョンのワイルドカードの詳細は、当日発表いたします。
※空き枠の限り、飛び入りを受け付けます。ご希望の方は、１１：００に大会本部まで、お集まりください。※空き枠の限り、飛び入りを受け付けます。ご希望の方は、１１：００に大会本部まで、お集まりください。※空き枠の限り、飛び入りを受け付けます。ご希望の方は、１１：００に大会本部まで、お集まりください。※空き枠の限り、飛び入りを受け付けます。ご希望の方は、１１：００に大会本部まで、お集まりください。
※当日、遅刻や欠場する場合は必ず集合時間までに事務局携帯に連絡してください。※当日、遅刻や欠場する場合は必ず集合時間までに事務局携帯に連絡してください。※当日、遅刻や欠場する場合は必ず集合時間までに事務局携帯に連絡してください。※当日、遅刻や欠場する場合は必ず集合時間までに事務局携帯に連絡してください。
　無断欠場の場合は、その後のエントリーをお断りする場合がありますので、くれぐれもご注意ください。　無断欠場の場合は、その後のエントリーをお断りする場合がありますので、くれぐれもご注意ください。　無断欠場の場合は、その後のエントリーをお断りする場合がありますので、くれぐれもご注意ください。　無断欠場の場合は、その後のエントリーをお断りする場合がありますので、くれぐれもご注意ください。
※お車で来られる方へ※お車で来られる方へ※お車で来られる方へ※お車で来られる方へ
　　　　ゴルフ場の入り口ゲート手前付近に、ドラコン参加者専用駐車スペースゴルフ場の入り口ゲート手前付近に、ドラコン参加者専用駐車スペースゴルフ場の入り口ゲート手前付近に、ドラコン参加者専用駐車スペースゴルフ場の入り口ゲート手前付近に、ドラコン参加者専用駐車スペースを準備いたしますので必ずそちらをご利用下さい。を準備いたしますので必ずそちらをご利用下さい。を準備いたしますので必ずそちらをご利用下さい。を準備いたしますので必ずそちらをご利用下さい。
　通常の駐車スペース以外での路駐はご遠慮願います。（通常の駐車場は、当日ラウンドされる方々で満車になる予定です）　通常の駐車スペース以外での路駐はご遠慮願います。（通常の駐車場は、当日ラウンドされる方々で満車になる予定です）　通常の駐車スペース以外での路駐はご遠慮願います。（通常の駐車場は、当日ラウンドされる方々で満車になる予定です）　通常の駐車スペース以外での路駐はご遠慮願います。（通常の駐車場は、当日ラウンドされる方々で満車になる予定です）

打順打順打順打順 打席打席打席打席 氏 名氏 名氏 名氏 名 記録記録記録記録 打順打順打順打順 打席打席打席打席 氏 名氏 名氏 名氏 名 記録記録記録記録 打順打順打順打順 打席打席打席打席 氏 名氏 名氏 名氏 名 記録記録記録記録

1111 藤井　直治 1111 船田　真治 1111 松浦　忠広
2222 白石　康次郎 2222 土屋　竹嗣 2222 笠原　継夫
3333 3333 3333

1111 鈴木　賢一 1111 見目　聡 1111 髙橋　健
2222 清村　純一 2222 森岡　寛 2222 安部　秀資
3333 3333 3333

1111 佐々木　邦 1111 近藤　鉄也 1111 太田　慎平
2222 諸岡　太 2222 宇野　正 2222 渡辺　茂利
3333 3333 3333

1111 山崎　典孝 1111 今野　郷士 1111 日根野　弘一
2222 森　昌俊 2222 藤田　正敏 2222 山口　英人
3333 松井　英彦 3333 川村　信夫 3333 滝本　学視

打順打順打順打順 打席打席打席打席 氏 名氏 名氏 名氏 名 記録記録記録記録 打順打順打順打順 打席打席打席打席 氏 名氏 名氏 名氏 名 記録記録記録記録 打順打順打順打順 打席打席打席打席 氏 名氏 名氏 名氏 名 記録記録記録記録

1111 浜崎　高嗣 1111 中村　薫 1111 張　慶元
2222 梶原　直樹 2222 山田　勉 2222 中村　薫
3333 3333 3333 平野　正行
1111 落合　基樹 1111 木下　義紀 1111

2222 今泉　健太郎 2222 渡辺　博士 2222

3333 加茂　靖倫 3333 3333

1111 小西　憲三郎 1111 張　慶元
2222 飯塚　孝幸 2222 加茂　靖倫
3333 岡部　健一郎 3333 白石　康次郎 打順打順打順打順 打席打席打席打席 氏 名氏 名氏 名氏 名 記録記録記録記録

1111 山崎　泰宏 1111 小西　憲三郎 1111 宮　美佳
2222 永原　総太朗 2222 塩見　直樹 2222 関　ほの花
3333 巽　英樹 3333 川村　信夫 3333

1111 酉川　博文 1111 宇野　正 1111 小林　千香
2222 倉本　勝史 2222 草野　利彦 2222 清原　加奈子
3333 山田　勉 3333 平野　正行 3333

1111 南出　仁寛
2222 岩瀬　隆広
3333 岡本　啓司
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4444 4444

レディス　　１４：００集合レディス　　１４：００集合レディス　　１４：００集合レディス　　１４：００集合

3333

4444 4444 4444

チャンピオンズ １２：００集合チャンピオンズ １２：００集合チャンピオンズ １２：００集合チャンピオンズ １２：００集合 シニア １３：３０集合シニア １３：３０集合シニア １３：３０集合シニア １３：３０集合 スーパーシニア　　１４：００集合スーパーシニア　　１４：００集合スーパーシニア　　１４：００集合スーパーシニア　　１４：００集合
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２０１３（第１５回大会）ゴルフダイジェスト ドラコン日本選手権 世界ドラコン代表決定戦２０１３（第１５回大会）ゴルフダイジェスト ドラコン日本選手権 世界ドラコン代表決定戦２０１３（第１５回大会）ゴルフダイジェスト ドラコン日本選手権 世界ドラコン代表決定戦２０１３（第１５回大会）ゴルフダイジェスト ドラコン日本選手権 世界ドラコン代表決定戦
『ステージ１ 打順表』4月21日（日）・東名カントリークラブ 練習場『ステージ１ 打順表』4月21日（日）・東名カントリークラブ 練習場『ステージ１ 打順表』4月21日（日）・東名カントリークラブ 練習場『ステージ１ 打順表』4月21日（日）・東名カントリークラブ 練習場

  ＜事務局携帯電話＞TEL：080-1241-4629 ※大会前日・当日のみ  ＜事務局携帯電話＞TEL：080-1241-4629 ※大会前日・当日のみ  ＜事務局携帯電話＞TEL：080-1241-4629 ※大会前日・当日のみ  ＜事務局携帯電話＞TEL：080-1241-4629 ※大会前日・当日のみ
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オープンＡグループ １１：００集合オープンＡグループ １１：００集合オープンＡグループ １１：００集合オープンＡグループ １１：００集合

3333

オープンＢグループ １１：００集合オープンＢグループ １１：００集合オープンＢグループ １１：００集合オープンＢグループ １１：００集合 オープンＣグループ １１：００集合オープンＣグループ １１：００集合オープンＣグループ １１：００集合オープンＣグループ １１：００集合
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